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ＡＦＪ（在日フランス人協会）との「雨の鎌倉散策」を開催しました。 

 第 61 号でご案内のＡＦＪとの「春のハイキング」は 29 年 4 月８日（土）に予定通り実施された。当日は

生憎の前日からの雨で、フランス人協会会長のスーロックさんと協議。一時は計画の中止を考慮しましたが、

天候状況を判断し、一部予定コースを変更の上決行することになった。朝からの雨模様のため、フランス人家

族のキャンセルが相次いであり、当初参加予定の半分以下の総勢 19名で散策が行われた。コースは北鎌倉駅

を出発、東慶寺のギャラリーでガラス工芸を見学した後、浄智寺内を散策。葛原岡まで坂を上り、途中満開の

桜、雨に濡れて色鮮やかな椿を愛でた。葛原岡近くの銭洗い弁天で休憩を兼ねて早めの昼食。元気を取り戻し

大仏ハイキングコースに向かう。泥道の中、足下に気を付けながら慎重に歩く。高徳院の大仏を見学し、長谷

寺へ向かう。長谷寺では新緑の桜、桃、木瓜などが見事であった。その後本来なら海岸に出て渚を楽しむ予定

を変更、鎌倉駅まで裏の小路を散策しながら歩き、春の鎌倉散策を無事終えた。日本人の一般意識と違い、小

雨程度なら傘も持たずにハイキングに出掛けるあたり、異文化交流ならではの面白いところであった。次回は

秋の散策を予定、フランス人との交流を望む方の参加をお待ちしています。 

                                        

 ♪新緑の鎌倉散策を楽しみました♪ 

       ♪参加者みんなで記念撮影♪       

                           

鎌倉日仏協会 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ●フランス語教室のお知らせ●      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鎌倉トーストマスターズクラブ（ＫＴＭＣ）は、米国カリフォルニアを本拠地とする非営利教育団体トース

トマスターズ・インターナショナル（ＴＭＩ）のメンバー・クラブです。コミュニケーション・スキルの専門

家たちが念入りに作り上げた、洗練された教材を使っています。①使える英語を習得したい②プレゼンテーシ

ョン能力を磨きたい③人前でスピーチできるようになりたい④リーダーシップや組織マネジメントを学びた

い⑤仲間を作りたい‥等を目標としています。 

 

■ 会費：9,000 円/6ヶ月 入会金：3,000 円 入会資格：18歳以上 ■ 

    次項に続く 

 

～ フランス語新講座～ 
入門クラスから中級クラスまであります。 
一緒に始めませんか。途中参加も歓迎です！ 
久保クラス 定員 6人 
 ■日 程 ７月 5日(水)から（8月夏休み） 
      ①18 時から 19 時 30 分 
      ②19 時 30 分から 21時 
 ■受講料 10回 25,000 円 
4 月から 18時～入門クラス開講予定 
花川クラス 
 ■日 程 ７月 3 日(月)から（8 月夏休み） 
      ①９時 30分から 11 時 
      ②11 時５分から（入門クラス） 
 ■受講料 10回 25,000 円 
イザベル・デスパールクラス（日常会話） 
 ■日 程 ７月 1日(土)から（8月夏休み） 
      ①９時から 10 時 30分 
      ②10 時 30 分から 12時 
      ③12 時 30 分から 14時 
 ■受講料 ９回 22,500 円 
※場所はいずれも鎌倉婦人子供会館。 

 
鎌倉日仏協会平成 29年度定時総会を開催しました。 

 
29年 5月 29日（土）に鎌倉生涯学習センターにて定時総会

を開催しました。28年度事業報告、28年度決算報告及び監

査報告、29 年度事業計画及び収支予算、役員の選任など

各議案を審議し、会員の賛同を得て可決し、29 年度定時総

会が無事終了しました。 

 

 
～日仏協会「パリ祭」開催のご案内～ 

  
  

29 年 7 月 7 日（金）18 時～ アマンダ
ンブルー鎌倉にて恒例の鎌倉日仏協会パリ祭
の開催を予定しています。 
フランス人関係者の参加の下、多彩な行事

を計画していますので、フランス文化交流に
関心の有る方、ご家族ご一緒に参加してはい
かがでしょうか。 

 
■日 程 平成 2９年 ７月 ７日（金） 

１８時 開演 
 ■場 所 アマンダンブルー鎌倉   

☎ ０４６７－６１－３２３２ 
  

 

～ フランス語文化講座 ～ 
 フランスを様々な面から知るための文化講座です。 
■日 程 平成 29 年 7月 6 日(木)から（８月夏休み） 
      17時から 18 時 30分(時間変更) 
■場 所 鎌倉婦人子供会館 
■講 師 イザベル・デスパール先生 
■テーマ 「フランスの扉を開ける鍵」 
   フランス語(中級程度)で授業を行います。   
■受講料 ８回 会員 20,000 円 

 (全てのクラスで日仏協会に入会していただきます。) 

鎌倉日仏協会事務局（http://kamakura-nichifutu.org） 
申込み・問合せ 篠塚 
Tel/FAX：0467-24-2439 
Email：shinozuka.kamakura@mac.com 

鎌倉トーストマスターズクラブ 

http://kamakura-nichifutu.org/


見学は無料です。ぜひお気軽にお問い合わせください。 

 

● 例 会 ●（第１および第３土曜日 14:00～ アースプラザ、鎌倉芸術館等） 

主として次の３つのセクションで構成されています。 

１．Table Topics Session：与えられたテーマについて指名された人が即席でスピーチをします。即興ス

ピーチの構成力を身につけるのが狙いです。 

２．Prepared Speech Session：予め指名された人が、米国の本部から送られてくるマニュアルに沿っ

て準備したスピーチをします。 

３．Evaluation Session：Prepared Speech に対して、予め指名された Evaluator が、マニュアルの

達成目標に基づき建設的なフィードバックを行います。 

 

会員の方にはこれらの活動に加えて、米国本部から毎月スピーチに関する雑誌が送られてくるほか、全国レベル

での各種コンテストにクラブ代表として出場する権利も得られます。さらに世界各地のクラブを訪問し、参加、交

流することもできます。英語でのスピーチを通してコミュニケーション技術を習得することに興味のある 18 歳以

上の方は、２回以上のゲスト参加の後、ご入会頂けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JIAOLIU 鎌倉 

                             URL：http://www.jiaoliu.jp/ 

 

URL：http://seesaawiki.jp/w/prktmc   Email：ktmc200012@gmail.com（担当者：山崎）      

JIAOLIU鎌倉 

 

７月８日(土) ス  ケ  ジ  ュ  －  ル 

 

10 時 00 分 

高徳院（鎌倉大仏） 

 

11 時 00 分 

長 谷 寺 

 

 

 

１２時 30 分 

昼食 

 

 

13 時 30 分 

江 ノ 島 

 

 

16 時 30 分 

江ノ電江ノ島駅 

解 散 

 集合 ７月８日（土）９時４５分 江ノ電長谷駅 

参加費用 １，０００円（ガイド・資料代） 

申し込み Email：contact@jiaoliu.jp 

TEL：0467-32-9217 

http://seesaawiki.jp/w/prktmc
mailto:ktmc200012@gmail.com
mailto:contact@jiaoliu.jp


 

 

                                 

外国にルーツをもつ小中学生のための教室です 

                           無料！FREE！ 

７/３１日(月) ８/１日（火） ２日（水） ３日（木） ４日（金） 

                         時間/10:00～11:30 

                                                場所/鎌倉市・福祉センター 

                      お問い合わせ/ 日本語 COSMOS  

                      柿沼 0467-45-3466 笠田 0467-95-9182 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 

［鎌倉市国際交流・協力団体連絡会］  
AMDA 鎌倉クラブ アムネスティ・インターナショナル鎌倉グループ 小原流若樹会 かまくらアッカデミア・イタリアーナ 日本空手協会 鎌

倉市日本中国友好協会 鎌倉中央ロータリークラブ 鎌倉トーストマスターズクラブ 鎌倉日仏協会 鎌倉ユネスコ協会  

将棋を世界に広める会 湘南国際交流会 湘南日独協会 湘南ポスト 湘南ラテンアンサンブル NPO 法人地球の木 長野ラオス友好協会 日本

語 COSMOS NPO 法人日本バリ協会 ヒッポファミリークラブ 未来の瞳 ふれあい日本語の会 JIAOLIU 鎌倉  

貴扇本流鎌倉・四ツ竹の会 地域観光プロデュ－スセンター CIOFF JAPAN 

 

［同連絡会事務局］ 
〒248-8686 鎌倉市御成町１８－１０ 鎌倉市文化人権推進課内 

Tel:０４６７（６１）３８７０ 直通  

Fax:０４６７（２３）８７００  

２０１７年 夏の教室 
 

☆ことばをふやしましょう 

☆漢字の練習をしましょう 

☆文字の書き順をおぼえましょう 

☆教科書が理解できますか 

☆日本語で困ったことはなんですか 

☆個別に対応します 

☆予約もできますが直接来てもいいです 

●ホームページのお知らせ● 

鎌倉市国際交流・協力団体連絡会を、鎌倉市のホームページで紹介しています。連絡会加盟 

団体一覧の他、過去の情報かわら版も掲載していますので、ご覧ください。 

鎌倉市国際交流・協力団体連絡会ホームページ 

    http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/danjo/renrakukai.html 

 

 

日本語ＣＯＳＭＯＳ 

 


